
じまJ-る パ〉づくり
毎年、暑い夏の時期はどうしてもパンの売り上げが落ちてしまうので、ここ数年は、サ

マーセールを実施しています。今年は前半、後半に分けて、前半はパンのセール、後半

は仕入れ商品のセールを実施しました。おかげさまで、今年もサマーセールは大成功!

今回は、サマーセールで好評だった 3種類のパンをご紹介します。

-ヌルーペ"一号ニ"1シュ

コーンパン

枝豆パン

今年の夏収穫された国産の冷凍ブルーペリ ーを使って

デニッシュに載せるジャムを作ります。初めは凍って

いて、手が凍えるほどですが、 小枝や細かなゴミを丁

寧に取り除きます。ボランティアの方にもお手伝いい

ただき、今年もいろいろな人に見守られ、よいジャム

が出来ました。

今年も生活舎から、あまーい、おいしいいトウモロコ

シが届きました。皮付きのまま、オープンで蒸し焼き

にします。そして、みんなで、 トウモロ コシの芯から実

をひとつ粒残さずきれいにとりました。おかげさまで、

今年のサマーセールで、も大人気。連 日販売されるコー

ンパンをねらい予約を入れてくださる猛者まで出現し

ました。

今年のサマーセールの新製品。暑い夏には少し塩のき

いたパンが食欲を掻き立てます。茄でた枝豆のサヤか

ら豆をひとつひとつ取り 出します。量も多く根気のい

る仕事ですが、暑い中みんなでもくもくとやりました。

夏休み明けからは、分割、成形の手法をかえて リュス

ティック風にリニューアルしました。

噛み応えのパンがお好きな人にはぜひお勧めです。

八王子生活館 アート&クラフト

CES 
ゆい幸一る生活館 フーズ&エコロジー

自立生活体職室ステマ7， チャレンジ&エンジョイ

ゲ比一・2ホ-b~"A館 スロー&エンジョイ

ヴ比一・2ホーむき局'1舘 スロー&エンジョイ

T 192-0053 東京都八王子市八幡町 5-11 TEL&FAX 042-624-8417 inf喝 npoces.net
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元ゆいまーるスタッフの安在史樹

さんが、地元鶴川で念願のパン屋さ

んを開庖することになりました。

Pain.Demefel (バン・号メテIL)
東京都町田市鶴1112-14-13 

みなさんの応援、どうぞよろしくお

願いいたします。

なお、庖名のデメテルは、ギリシア

神話の穀物神からいただいたとの

ことです。開庖日は、生活館にお問

い合わせください。

小田急線鶴川県~c.J 2醤ぬり師、鶴 11か
鶴 120Jl\スをむシ~一前下車、徒歩 5 分

TEL/FAX: 042 -736 -2238 
営業時間:9時-18時

定休 8:同曜日

( ポヲシデグ1'~，t.募集~r-~ li1iT! 1 
CESでは、メンバーに対してよりきめの細か怠対応をするために、また、閉鎖的お場に芯ら怠いよう、

地域に聞かれた風通しのよい場にしていくために、ボランティアさんを募集しています。

*下記いずれの場合も、交通費・入場料等の実費はこちらで負担いたします。

*詳しくは、電話 042-627-0665 か info@npoces.netへお問い合わせください。

-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・a・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・‘

9/5・10/24(金)選択拘IL子ャー 19/12・10/31(金)自由レヴ
13 : 00生活舘集合・ 16:00生活鑓解穂 jl2 : 00生活館集合・ 16:00生活館解畦

美術、ダンス、タイコ、文化部(地域散策) jカラオケ、ボウリング、プールに分かれて

に分かれて活動しています。 j活動しています。
. ......・・・1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.............闘・・・2・・・・・..............

10/ 15(水)16(木)、 22(水)23(木)りんごジャ白づく'1inゆい孝一る

A 午前の部 10 : 00-12 : 00 午後の部 13 : 00-15 : 00 (半日でも結構です}畠

いよいよ秋、りんごの季節です。恒例のりんごジャムづくりをおこないます。

りんごの甘い香りに包まれながら、トントンとりんごをスライスして、グツグツと煮る。こんな

作業をいっしょにしてみませんか?きっとやさしい気持ちになれると思います。

... ， 

10/26(日)ふれあい運動会集会 9:00解骸 15:30富士森陸上競技場

市内の障害者団体が一堂に会する運動会です。いっしょに走ってくださる方、テントで応援

してくださる方、いろんな形でご協力いただければと思います。

天高く馬肥ゆる秋。いっしょに楽しくカラダを動かしましょう!お待ちしています。

*寄付・寄贈* どうもありがとうございました(敬称略・順不同)

中島昌子瀧田朋美安在史樹

< 今 後 の 予 定 >

9月の予定

月 自由

2;火 自由

3;水 自由

4~ 木 自由

5 ;金 自由 午後選択カルチャー

6~ 土 ゆいま一る営業
~ 

7 ;日
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8;月 自由

9 ~火 自由

10;水 自由 *給料日午後風姫(天神)
: 

11 ;木 自由

12;金 自由

13l土 自由 ゆいま一る営業

14~ 日
内 包

』ι咽 ι ~-~~~ ::~'r" . 
【，~

15;月 ‘'" 内""-敬老の日 4唱~"噛，
ヨ

16:火 自由

17~ 水 自由

18~ 木 自由

191金 外食 午後自由レク

20;土 ゆいま一る営業

2L日
.，..‘ 

《噌F

:i'- i' すJ;j，世主
唱、

22;月 自由

23 ;火 秋分の日

24:水 自由

251木 外食 バス旅行(1泊2日) 品

26;金 外食 ディズニーランド他 可F 

27~ 土 ゆいま一る臨時休業

28~ 日
.0同1"1.-，円'唱. -..，司h・~.冒， .・‘-，

29~ 月 自由

30~ 火 自由

10月の予定

水 自由

2 木 自由

3;金 自由 全体ミーティング(クリ工イト)

4~ 土 ゆいま一る営業

5 日
ー.' . . 

6 ;月 自由

7 ;火 自由 午後保護者会(南新町会会館)

8 水 自由 午後風姫(天神)

9 ~木 自由 *定期締め切り

10~ 金 自由 *給料日

1L土 自由 ゆいま一る営業
内U

12;日 " 間 d 

• ~.P，開 . 町司， 

13~ 月 }:-~'日 体育の日 '
a 

14:火 自由

15; 71< 自由 りんごジャム

16:木 自由 りんごジャム

17:金 自由

18:土 ゆいま一る営業

19l日 、f'

201月 自由

21 ~火 自由

22 ~水 自由 りんごジャム

23 ~木 自由 りんごジャム

24 :金 午後選択カルチャー

251土 ゆいま一る営業

26 ;日 ふれあい運動会
: 

自由 k 代休27~ 月
，，-~ ~ I 岨 司四 柑

28 ~火 自由

29 :水 自由

30~ 木 自由

31 ~金 外食 午後自由レク
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八王子生活館

ようやく、涼風に秋を感じることができるこのごろとなりました。

八幡町の生活館の工房では、 この秋のフェアに向けていよいよ本格的な準備が始まっています。

この一年ひとりひとりがキモチをこめて作りつづ、けてきた手織り、手紡ぎ、フヱルトなど

の作品の発表の場です。ゆいまーるのお屈に今年はどんな作品たちが並ぶでしょう。

・・・乞うご期待!

お知らせ " 

きらり館見学会 10月7日(火).， 
きらり館 7 ・8月

。エアコンが設置されました。
今年は梅雨が開けると、いつのまにか猛暑に突入したかのよう

でした。まだ扇風機もなくて毎晩寝苦しく、朝になると汗をいっぱい

かいていましたが、おかげさまで7月 18日にエアコンが設置され

とても快適になりました。お盆が過ぎてからは、急に涼しくなって

しまいましたが、湿気の多いときや残暑の厳しいときに活躍してい

ます。また、この夏はメンバーのお父様から差し入れられた♂大きな

すし、かを冷やして頂くのも夏の楽しみの1つでした。

(写真は大沢さんの部屋のエアコン。かわいいシーノレ付きで、す。)

0大画面で、2008北京オリンヒ。ック 由

テレビで、オリンヒ。ツクを観ました。きらり館では柔道 炉;がいっしと川むt<t7jι永の

や水泳が人気でした。 p~ 州予んしいd 丈抗、、ま真夏の暑さも何のその、毛糸

を紡いだり、フェルトの下準備

をしたり・・もちろん 日頃から

織り続けているマフラーや布

地も。 みなさんのお手元

に届くことをたのしみに

がんばっ・てま~す!
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。きらり館での 1枚

瀧田さんから頂いた写真立てに

開所式の写真を入れました。

香菜子さんの笑顔がすてきです。

きりん館このごろ

。きりん館でのお誕生祝い交

誰かの誕生日のお祝いをする時、外食

ディナーをするのが'恒例になっています。誕生 日の方が、 行き

たいところ・食べたいものなどをリクエストします。道路や暗がりが

苦手な方も、みんなで、出かけるこの時はウキウキだと思うので、す。

やさしい庖員さんとの出会いや、おj苫の特別サービス(誕生 日なんです、と言ってみる時があり

ます・ ・)や、ちょっとハフ。ニングなど、 何が起こるかドキドキというのも魅力でもあると思います。

つい最近のお誕生日祝いのリクエストは「デニーズjと「パースデーケーキJで、した。徒歩での道

のりは、夜風が気持ちよくていい散歩になりました。注文したケーキもとても大満足。いい夜でし

た。次の誕生日の方は自分の時はどうしようかなと考え始めています。みんなもそれを楽しみに

待っています。

はじめに計画あソ日
織物を始める前にはまず何をつくるかを決めなければ

なりませんよね。生活館で、はメンバーに何を織りたいか

をお聞きしてデザイン画を描いたりすることもあります。

ーしかし、出来上がりはなぜかデザイン画をはるかに
超越(?)しているところがなんともいえず楽しい!

生活館始まって以来の20

余年のベテラン。織物はも
ちろん、糸くくり、手つむぎ、
刺繍そして絵画おど多
才。-.e.、始めるとその集
中力には脱帽です。色使
いだけでおく、織りあがりの
風合いもすばらしい!

手紡ぎマフラー

。個人面談をはじめました。原毛を手紡ぎこま
でふんわり紡いで
マフラーに織り上げ

ます。そのあたたか
さは格別 !

是非おためしいただ
きたい一品です。
(￥6000-) 

きりん館が始まってもうすぐ 4年。この 9月から「個人面談jなるものをはじめました。

まずは、現場のスタッフと親御さんとで、の面談。日頃からお互いの連携はしっかりしているつもり

ですが、 面と向かってじっくり話し合いの機会を持つことはとても大切なことで、あると実感してい

ます。今のこと、 これからのこと、よりよい暮らし方をいっしょに考えていきたいです。

被法要援物欄え募集主刷機祥寺繍腕融制繍桜機械略語家料税誠艇



|自立生活体験室ステップ・活動報告|

O第25回福祉まつり(5/18) 

メンパー 11名、ボランティア5名、スタッフ4名で参加

毎年出庖している福祉まつり。今年ちみなさん売り子として張り切ってくれ

ました。当日はこの日初めてボランティ?としてステップの活動に参加された

学生さんや、メンパーの保護者の方にち協力していただき、まさに「飛ぶよう

に」売れました。お天気にち恵まれてよかったです。

そして生活館の尾崎さんは今年ち「ぽんぽこ太鼓Jでステージにあがりまし

だ。この時間はみんなで応援に駆けつけました。

売り上げは16，800円でした。報告が遅くなってすみません・・。

0ステップミーティング開催

房2@スヨ~yブミーヨ=デYク(6/28~

メンバ-12名、ボランティア5名、スタッフ2名参加

今年度 2回目のステップミーティングをすみれさん、俊祐さんの司会進行で

おこないましだ。前半はちょっと真剣にビープルファ一 一…『一一

スト東京大会、グループホーム学会のメンパ一報告をし

ました。参加者からの楽しい報告にみんな興昧をちって

くれたようで「次回は行ってみたしりという感想が数名

からあがりよかったです。

後半は10月開催予定のバーベキュー大会について話し合いました。 みん

なが楽しみにしているイベントのため会場だけでも、多摩川、生活館屋上、屋

内(それは焼肉パーティー?)・・と次々と候補があがりました。

少し時間があまり「特技肢露の時間にしますか?Jという提案に

真っ先に広瀬さんが立ち上がり歌を振り{寸けで披露!それに負け

まいと、李さんも歌 f1'しろやぎさんからお手紙着いた'""1'J(やぎ

さんゅうびん)と、それにスタッフ木村さんが f1'黒ねこさんからお

荷物ついた'""l' Jと替え歌で応え、拍手喝采の大盛り上がりになり

ました。

最後はボランティアの西尾さんが「キタ一一一つ!Jと織田裕二の物まね

で締めてくれました。

|第3@jスヨ~yプミーデゲYグ旬ï8~

メンバ-13名、ボランティア1名、スタッフ4名参加

生活舘・ゆいまーるが夏休みに入った初日、元気に集まった

みんなで、前回大まかなことを話し合った「秋のバーベキュー大会」について

細かく決めていきました。

日程、揚所、禽材等・-司会の記央さんの進行で次々に決まりました。食材

については、お肉はちちろん、フランクフルトや焼そぱ、サラダやデザート。

今回は食材の下準備からメンパーのみんなにやっていただこうと思

います。昨年の反省をいかし「白飯Jを持っていくことも決まりまし

た。

昨年、暇を持て余した食後のプログラムには、みんなから意外にち

運動をしたいという意見が多くでて、サッカーボールやバドミントン

の用意をしていくことになりましだ。「食欲の秋」と「スポーツの赦」

盛り沢山のバーベキュー大会になりそうで、今からわくわくします。

うだるような暑さでしたが、差し入れしていただいたすいかを食べたり、カ

キ氷機でカキ氷を作ったりとさわやかなミーティングになりました。

次回は 12月6日(土)にクリスマス会(忘年会)のことを話し合います。



ポラ二ノデゲア5んを募集してじ)ます

①ステップ秋のバーベキュー大会
以下の日程で開催します。ボランティアとしてご協力いただける方は

9月16日(火)までにステップの吉固までご連絡下さい。

O日時 1 0月4日(土〉午前10時~午後4時
ぞ 1~;

0揚所 タやけ小やけふれあいの里(八王子市上恩方)

0集合・解散八王子生活館

②宿泊体験有償ボランティア

大日時:主に平日(月~木) 1 6:30"'-'翌 9:30

大謝礼:6，000円+交通費(500円まで)

女宿泊体験をするのは『八王子生活館]~ゆいまーる生活館』のメンバー (2"'-.'4

名)です。ケアスタッフ(1r-v2名)で家事等生活全般のサポートをお願いします。

食事前打ち合わせをし、経験あるケアスタッフと一緒に始めますので安J~\です。

(研修あり。資格は必要ありません)

大当方の方針に賛同し、責任を持って活動していただける方を求めています。

ー・・・・..............・......................................................・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2・・・・・・圃・・・・・.." ・. . . 
自立生活体験室ステップ担当吉田

TEし&FAX 042-627-0665 e-mail step@npoces.net 
. . 
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seP1ember15，2008Full Moony3:00田 21:00
'@TQUMAI( トゥーマイ情実~' 942・防7四'1424 八王子市銀間部7 httpJl川棚、toumaゆj)

Reservation:￥3，000 Door:￥3，500 (小学生以下無精)
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鳴る木アーート Faot，σry企画

『流木をめぐる醤険』作品展
日時 9月23臼〈火〉から288(8) 

1 f:OO~ 1 ，8:00 く最終日は 16:00)
場所 国立ギャラリーア}ク

思立駅南口徒歩3分

旭道iこ欝した1階のギャラ1)'ーですG

Tel042-57ア申8100

鳴る木ア}ト Fムctory堀江さんより
鳴る木ア}ト factorY l~ rモノづくりJが好きな仲間の集まりです。
今回は流木を使った作昆作りに挑戦レた、 Factory初のグループ展ですb

その他自分たちの制作と同じよう!こ取り組んでいるのが樟害者の方たちの
アート活動の支援や発表の揚の提供です。私たちはたくさんのエネルギー
ある作品と表現活動を応援レていきます!



042-626-2307 

ロロロ 名 サイズ 価格 数量 金額 備 考 1万円以上お買い上げの場合は、送料無料 豆腐・乳製品は原則として配送はしておりません

バタール
￥60 粉と水と塩のみのシンプルなフフンスパンタイ ロロロ 名 サイズ 価格 数量 金額 {席 考

大 ￥160 プのパンです。ゆいまーるの基本のパンです にんじんクッキー 100g ￥370 低・無農薬栽培のものを使用しています。沖縄

食パン
1/2 ￥190 バタール生地を型にいれ山型食パンにしまし 紅茶クッキー 100g ￥370 産黒糖をはじめ厳選素材を使用していますので

ホール ￥380 た。 チヨコチップクッキー 100g ￥400 美味しさが違います。基本的には毎週月曜日に

￥110 アーモンド、クッキー 100g 半400 焼いています。ご贈答用詰め合わせもご予算

ブリオッシュ 大 ￥300 
ょっ葉バターと黒糖の入ったほんのり甘い柔ら

桑の葉クッキー 100g ￥400 に応じて承っております。
かめパンです。

山型 ￥600 ソリッドクッキー 10本 ￥310 ノンエッグノンシュガー塩味のスァィッククッキー

レーズン
￥80 サルタナレーズン使用甘みのあるパンです。 バウンドケーキ 大 n，600 ラム酒漬のレーズンクルミが入っています食べ応え

大 ￥210 焼きたてにバターが合います " n，200 のある自慢のケーキ毎週月曜日焼成賞味期限10

￥110 カシスとくるみ入り "カット(1/8) 約60g 210 日間冷凍保存可能他にココア・紅茶もあります
カシス

大 ￥290 甘酸っぱいパンです。 ノンホモ低温殺菌 720mlビン ￥346 群馬県東毛酪農より無農薬の草を食べて育った牛さ

くるみ
￥110 くるみがたつぷり。 180mlビン ￥130 んの乳製品です。定期購入すると割引があります。

大 ￥290 クリームチーズが合います。 低温殺菌コート牛乳 180mlビン 半130 毎週・1週おきなどでも結構ですので1ヶ月単位でお

ロング ￥110 一番人気。レーズン・くるみ・自家製甘夏 生乳ヨーグルト 500ml 半245 申込みください
ライフルーツ

大 ￥290 ビール入り。 マイjレドブレンド 100g 半420

ロング ￥130 ストロングフレンド 100g ￥420 
無農薬の功。球豆です。お好みにお挽きします

ライいちじく
大 ￥260 

女性の味方ドライいちじく・カシューナッツ入り。
ケニア紅茶 250g ￥1，050 煮出すチャイ等に。渋みやクセのない丸い粒の紅茶です

チーズ1¥ン
￥110 

チェダーチーズを折り込んで焼きました
セイロン紅茶Tイ，，'け. 25pc 半525

ふた付きバスケット入りでギフトにも最適
大 ￥290 " 100pc 1575 

ごまチーズ
￥110 

チーズとごまの香ばしい香り !要予約
1¥ーブナイカモミール 20pc ￥840 無農薬のナイ1¥ッグ癒しのァィタイムに どちらもレモ

大 ￥290 " ハイビスカス 20pc 半840 ングラスがブレンドされていますので飲みやすいです

黒米パン
1/2 ￥290 合鴨農法栽培の黒米を炊いて生地に混ぜ込みまし もめん豆腐 ￥220 府中・元気屋さんの厳選素材」だわり豆腐です。毎週

ホ-Jレ ￥580 たもちもちした食感ですできるだけ予約を 1 きぬ旦膚 ￥220 火曜日の夕方ごろ入荷します。国産大豆100%とにが

大 ￥210 国産黒ごま使用軽くトーストするとごまの香り ざる豆蔵 ￥367 
りの素材の持つ自然な旨味を感じて下さい!

ごま ご注文できるだけご予約をお願いしています。前週
ホール ￥420 が広がります おぼろ豆腐 ￥200 の金曜4時までにお願いいたします。また、定期購入

厚揚げ 2枚入り ￥262 すると割引があります。

白あんぱん 銀手亡館 ￥180 北海道産銀手亡豆の自家製館を使用 薄揚げ 2枚入り ￥200 

チーズおやき ￥140 プ1)オッシュ生地の中にチーズ平たく焼いたパン 固しぼり 2T入り ￥262 

おやきあんlまパ 黒館 ￥180 プリオッシュ生地の中に小旦館平たく焼いたパン とろ豆腐 ￥273 濃度の高いコクのあるとろとろ豆腐黒蜜かけても 1

クロワッサン ￥120 食べ応えのある、人気商品です カレーの壷やさい マイルド ￥609 おうちで本格カレーが20分で!ビン入りペーストです
白あんデーツシュ 平170 ぎんてぼう旦の自家製自あん使用 カレーの葺;"-7ーメ Ilf ilfj 1l?J ! ￥609 幸さは3種類カレー以外にも利用できます。レシピ

~)んJデニッシュ ￥170 できたてりんごジャムのデニッシュです カレーの壷チキン 辛い 半609 っき

カレーデニッシュ ￥170 限定販売。キーマカレーのデニッシュ マンゴージャム 210g ￥1.050 カロリーがお砂糖の30唱という野菜から採った果糖・

チーズデーツシュ ￥170 プロセスチーズが中L入っています ローズヒップジャム 210g ￥1，050 国産蜂蜜を原料に作られました。

フルーベリーデーツシュ ￥170 寸63e1寸<T/;ιlニレ忌ー IJ/::" ・ ï 押3問~:Jじ守 I7T"J ¥"... 
/¥0イナップンLジャム Ilf.庫dZf ￥1，050 蜂蜜で作った爽やかな酸味のジャム。リンゴも入ってE

金額 小計 金額小計

大サイス.の倍のジャンボパンもございますパーァィや集まりなどに!要予約 お名前 T 住所・電話番号

*ゆいまーるのパンの消費期限は5日間・黒米Iま3日間・デ二ッシュ系・あんぱん・チーズ
パンは2日間です。すぐに食べ切れない時は冷凍保存をおすすめします

なお、保存料等無添加の為、 夏季の聞は消費期限内であっても高温多湿を避けお早めにお召し上がり下さい TEし FAX 

関東近県は一律530円。クール便ご利用の際は別途料金がかかります

24時間ファックス受付中

本宅急便での配送もゑります。

ゆ l'i: - 1)!E ;~A9 注文書 2008. 9TJ 
牢できるだけ1週間前にお申し込みください。配達についてはご相談ください

いん13\ti~均一しょん@ゆい幸一る

..たっ忘る使用したトマトとレモングラスの風味が、魚介の 旨 み を 五 ー 五 孟ZI1
2ぐっと引き立てます!ほどよい辛さとコクのある味わい! 縄趣可ih;
..辛さ村女 180 g (約 18血分 609円 レシピ付 器織広轟齢
..カ レーの壷は全て、動物性原料 ・化学調味料 ・保存料は不使用です盤議総潟伊

旬 、麦も使っていなしゅでアレルギーの方にも安心です。 色 調獄絵望号 ~: 
t哩 3岨w.

そのほかのラインナツプ .....r竺.. -一
/・・カレーの壷のスパイスは・ 司蹟麗甥甥曹F :j

jやさい辛さ 女 ネ場スリランカの生産者と共同開発したペースト

チキン 辛さ女***.......タイプの調味料です。

J アイデア次第で妙め物やパスタソースに!

・山山:山..t 我が家の人気メニューは・・・・

:塩コショウした一口大の鶏肉とヨーグルト(カレー大

さじ 1""'2に対してヨーグルト 100g) とにんにくし/

¥ょうがのすりおろしをピニーにいれてモミモミ。

・・・.....フライパンで焼く簡単タンドリーチキ-;ff.p- 一一-ii 

. . '・J一一-~. 11 一一 .......一ーマプ'‘a 哩 つ轟.... 11 

7Uルード雑頁〓.|
*ココナツの木から作られたナチュラルなお箸ι

とヤシの葉で編んだケース、ココ箸1?Yメ
長さ約 22センチ 735円 箸のみ 399円

フェアトレード lnタイ

大アニマノルコインノfース。カラフルな色使い

が天気の小ぶりなサイ ズの小銭入れ。ホック式

留め具。アクセサリーや薬入れとしても。お子

様へのプレゼントにも人気です。かえる ・くま・

ぶた・てんとう虫 各小 262円大 420円

11レ-G)蓋シーフード2008・9 -

u
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<<臨時休業のお知らせ>>J

地表付近の暖い空気・湿気とJ二空の寒気がぶつかって起きる fゲ

tjう豪雨・雷雨lの多かったこの彊!急啓宍気の蛮化|こびっくりだったり、前

市ld黒い雲なの!こ後市ld青空でなんだか7シギ~と患ったり。

だけどこれt原因のひとつld地球温暖化のせいじゃ怠いがといわれて

いますね。ヒートアイラシド現象の気温上男|こよりおこるのでldと。

i共水だって、コ〉ヴIJートだらけだから水を阪収可る場所が

!J.Iないせいもあるんじゃない1J¥7daろ~とか思ったりもしま寸・・・・。

'If'"o・

L4〈販売開始!

J 旬のブルーペリーを
「ナチュラル ・クリーニングJ、という言葉を最近よく聞くようになりました。環境

に優しいし、化学的な根拠もきちんとあります。主なものとしては 重曹 ・クエン

酸(お酢)・石鹸などがあり ます。

油汚れ、垢汚れは・・・ ..・・・・酸性だからアルカリ性の重曹できれいになる

石けんかす、水あかは・・・・・アルカリ性だから酸性のお酢できれいになる

つまり「中和してきれいにする」のがナチュラルクリーニングの基礎です

<拭き掃除に>お酢(ク工ン酸)とお水を混ぜてスプレーに入れればいつでもシユシコツ

と!(酢:水=1:5くらい)

<食器洗いに>油で活れたお皿を洗う前に、食器に残っている汚れをポロ布などでふき

取った後、重曹をバラバラと振りかけておいて洗います。

<クレンザーのかわりに> 茶渋・瑚排紅茶のシミ・シンクの汚れなどなど

<排水溝などに>1カップ位の重曹とお酢を排水口に入れ、熱いお湯を流す

と臭いが取れます。つまり予防にちなります。

9月 25日(金) ~27 日(土)

研修旅行のためお休みさせていただきます

1.:.ζ一一一一._.-・41~=14・==一一?"z-14

ジャムにしてデニッシュにト

ッピング!サクサクデニッシ

ュと甘酢っぱいジャムの相↑生

(̂ )̂V( ̂  ̂)v(̂ )̂v 

-~~弘、〆 冨哩~ ~剛
院'f( J 、~t ，-

言E岨冒圃円~/I

..ICii¥}司岡崎陣量 一-
\1 8隠語』越ま~}j-

170円

lま

ぐ 9ftの予定〉
2・9・16・30日(火) =今牛乳入荷 お豆腐入荷 (4時すぎ)

6・13・20・日 (土)司土曜日セーノレ!パウンドケーキなどがお買得!

大風の畑の農薬不使用栽培の野菜、販売再開です!地産地消もエコですよ P
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042・626・2296

042-626・2307

八王子市南新町 17-5田村ピノレlF
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〒192・0075オ-11ニ''1'1
1l7:r.&パー拘11-

活員長

r.~~ 
M 他にもまだまだ利用法はあります !クエン酸+アロマ精油で消臭、殺菌効果のあ

るスプレーができたり 、なべややかんのこげつきを重曹でおとしたりと ・

すこしずつで、きることから、楽しみながら P
「カ ラダに安全なもので掃除をするj これは小さなお子様がいるおうちでも安全

だし、アトピーにもいいのではないでしょうか。そして何より環境にいいですね。



7/11 8/22 * 選択カルチヤー

それぞれの場所に出かける前のゆいまーるのメンバーはとても準備が早い。講師の方が

見えるのをじっと待っている人おしゃべりで盛り上がるグループなど。逆に次のメニュー

のプレッシャーで動きが鈍くなる人。そんな様々な思いが交差、交錯するカルチャークラ

ブ。週末の疲れが吹き飛ぶような時間でありますように。

6/27 7/25 * 自由レク
自由レクの日があわただ、しいことはもう何度も書いていますが、スタッフ不足の時は笑

えることも笑えなくなるようです(笑) 月に一度だけですから、お知り合いの方など是非

是非ご紹介ください。カラオケやボウリング、水泳でメンバーと思いっきり楽しい時間が

過ごせます!

6/21......6/22 * グループホーム学会

ステップの行事として参加している全国レベルの当事者、家族、支援者向けの集いです。

メンバー自身も参加しているのはビープルファーストのようです。自分たちで仲間との生

活を築いていくというイメージでしょうか。世話人の支援のスタイルも変わっていくので

しょうし支援法も政治や経済の波に揺れ動いていることは否めません。大きな福祉の流れ

の中できちんと意識をもって支援の豊かなスタイルを考えていく場であることを願います。

7/28......8/25 * 夏の体験学生ボランティア&体験職場実習

夏は学生ボランティアさんとの出会いの季節・・・のはずでしたが最近はめっきり減っ

てしまい、本当に少子化の影響かと思うほどです。今年はゆいまーるに中学1年生が1人だ

けでした。それでも4日問、そうじからパン作りと頑張り、その後もまたすぐにパンを買

いにきてくれたりと、積極的でとても可愛らしい女子でした。

職場体験実習は八王子の高等部 1年生と 2年生方が2名国立から 2年生1名が参加。皆

さん 1日から 2日という短いものでした。緊張がほぐれた頃は終わりという感じでしたが、

メンバーもしっかり先輩として頑張って働いている姿を見せてくれたように思いました。

7/29......8/7 * ゆいまーる・サマーセール

夏場は暑くてパンは作るのもたいへんですが食べるのもちょっとという季節。少しでも

季節感をだそうと今年はいつものコーンバンプラス枝豆パンを作りました。コーンは生活

舎さんからとても甘くておいしいとうもろこしが入荷、やみつきになりそうなおいしいパ

ンができました。その後は恒例のカレーセールで、 9月末まで使えるクーポン券を配布し

たりお客様が足を運んでくださるようにと企画しました。売上もそんなに落ちずに夏休み

を迎えることができほっとしました。ご来庖いただいた皆さまありがとうございました。



八王子生活館の立ち上げにご尽力いただき、 CESの理事で、ステップの大家さんでも

ある小島靖子さんが、実行委員長を務めるイベントです。ぜひお出かけください。

渉開会
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作業所等経営ネットワーク支援事業企画

学習会 1

ものづくりがつなぐ

社会

2008年9月17日〈水) 14:00~15:30 (受付13:30~)

八主子市生涯学習センタークリヱイトホール/視聴覚室(11階}

【主催】 NPO法人八王子ワークセンター

【参加費】 800円(資料代)

*冊子「ものづくりがつなぐ福祉と社会J 含む

A5版 100ページ発行/まほろば・楽市・楽座実行委員会(財団法人たんぽぽの家内)

【定員] 50名(申し込み先着順)

さまざまなネットワークをつなぎ、

新しい事業を展開されている、たん

ぽぽの家(奈良県)の柴崎由美子様

にこれまでの豊かな実践に基づいた

ご講演をいただきます。

各国体の新たな可能性の気づきや、

ネットワークを広げることから生ま

れる仕事の可能性などのヒントを見

つけてください。

みなさまの積極的なご参加をお待ち

しています。

お申し込み方法

下記①~③の申し込み事項をFAX、Eメールまたは

郵便にてお知らせください。

①お名前 ②ご所属 ③連絡先電話番号

-・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・・・・・ー・.....・.....・............................... . 
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たんぽぽの家アートセンタ一HANA ディレクター

エイプルアート・カンパニー 本部・関西事務局

:.プロフィール
1997年より、たんぽぽの家(奈良)で障害のある人たち:

の表現の現場にかかわる。

99年、 「福祉施設におけるアートスタジオ化構想」で障害:

のある人たちのアートスペースづくりを基軸にLたコミュ:

ニティづくりを実践。また、海外の障害のある人のアート:

スペースを調査。ドイツ、フランス、オラン矢イギリス:

を訪問。

03年から、 「たんぽぽの家アートセンタHANAJ設立プロ:

ジェクトに参加。障害のある人たちのアートスペースづく;

りを基軸に、コミュニティにおけるアートの役割を考えい i

くことをライフワークにしたいと考えてきた。

エイプルアート・カンパニー(障害のある人のアートを仕 j
事につなげるための組織)は、まったく新しい仕事の軸を;

つくる作業。たくさんの試練を熱く楽しみたいと思ってい:

る。

;・関連WEBサイト

たんぽぽの家 http://popo.or.jp 

エイプルアート・カンパニー http://www.ableartcom.jp ~ 

コミュニテイショップちろり http://chirori-shop.com 

お申し込み・お問い合わせ先

NPO法人八王子ワークセンター(かてかて部門)
〒193-0835八王子市千人町2-6-5プライムコート千人町1階
TEL 042・669・0340 FAX 042・669・0341
Eメール katekate@mbe.nifty.com 


